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(57)【要約】
　筆記器具（１）と電子器機（５０）を備える器機を提
供する。電子器機（５０）は、従来型のヘッドフォン・
ジャック・プラグを支持し、かつ取り外し可能に保持す
るヘッドフォン・ソケットを有し、筆記器具（１）は、
細長く、第１及び第２端部（６，８）を有する。第１端
部（６）にはペン先（１６）があり、第１及び第２端部
（６，８）は、電子器機（５０）のヘッドフォン・ソケ
ットによって支持され、取り外し可能に保持されるよう
に成形される。第１の収容構成で、第１端部（６）は、
ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持され、
第２端部（８）は電子器機（５０）から離れた側に露出
している。第２の筆記可能な構成では、第２端部（８）
は、ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持さ
れ、第１端部（６）は、電子器機（５０）から離れた側
に露出して、筆記器具（１）を電子器機（５０）と組み
合わせて、筆記に使用できるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筆記器具及び電子器機を含む器機であって、
　該電子器機はヘッドフォン・ソケットを含み、該ヘッドフォン・ソケットは、従来型の
ヘッドフォン・ジャック・プラグを支持及び取り外し可能に保持し、かつ、該ジャック・
プラグが該ヘッドフォン・ソケットに対して回転可能なように構成され、
　該筆記器具は、細長く、かつ、第１及び第２端部を含み、
　該第１端部はペン先を含み、かつ、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支
持され、かつ、該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され
ており、
　該第２端部は、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘ
ッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形されており、そして、
　第１の収容された構成では、該第１端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能
に保持されて、該第２端部は該電子器機から離れた側に露出し、かつ、第２の筆記可能な
構成では、該第２端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持され、該第１
端部は該電子器機から離れた側に露出して、該電子器機と組み合わせて該筆記器具を使用
して筆記可能にすること、
を特徴とする器機。
【請求項２】
　第１及び第２端部を含む細長い筆記器具であって、
　該第１端部は、ペン先を含み、かつ、電子器機のヘッドフォン・ソケットによって支持
され、該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され、かつ、
該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットは、従来型のヘッドフォン・ジャック・プラグを
支持して、かつ、取り外し可能に保持し、該ヘッドフォン・ソケットに対して該ジャック
・プラグを回転可能にするように構成されており、そして
　該第２端部は、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持されて、かつ、該
ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され、そして、
　第１の収容された構成では、第１端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に
保持され、かつ、該第２端部は該電子器機から離れた側に露出し、かつ、
第２の筆記可能な構成では、該第２端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に
保持され、該第１端部は該電子器機から離れた側に露出して、該筆記器具を使用して筆記
可能にすること、
を特徴とする筆記器具。
【請求項３】
　前記ペン先が、面上に筆記するために使用されるとき、顔料を排出するように構成され
ていること、
を特徴とする、請求項１又は２に記載の器機。
【請求項４】
　前記顔料はインクであり、かつ、前記筆記器具は、インクを格納するための空洞を含む
こと、
を特徴とする、請求項３に記載の器機。
【請求項５】
　前記ペン先が、スタイラスとして使用されることができるように成形されていること、
を特徴とする、請求項１又は２に記載の器機。
【請求項６】
　前記第２端部がペン先を含み、該ペン先がスタイラスとして使用されることができるよ
うに成形されていること、
を特徴とする、前記いずれかの請求項に記載の器機。
【請求項７】
　前記電子器機は携帯電話であること、
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を特徴とする、前記いずれかの請求項に記載の器機。
【請求項８】
　前記ヘッドフォン・ソケット及び前記筆記器具の前記第１端部は、該ヘッドフォン・ソ
ケット及び該筆記器具のそれぞれの長手方向軸の周りで回転対称になるように構成されて
いること、
を特徴とする、前記いずれかの請求項に記載の器機。
【請求項９】
　前記第１端部が前記ヘッドフォン・ソケット内に置かれた伸縮性の保持機構と係合して
、保持される位置にクリック音を出して嵌合するように成形されていること、
を特徴とする、前記いずれかの請求項に記載の器機。
【請求項１０】
　前記第１端部は、前記伸縮性の保持機構と係合する、円周回りのリブ、留め輪、又は溝
を、先端に含むこと、
を特徴とする、請求項８に記載の器機。
【請求項１１】
　前記第２端部は、前記筆記器具の主軸に略垂直な方向に突出する円周回りの留め輪を、
第１及び第２端部の境界で含むこと、
を特徴とする、前記いずれかの請求項に記載の器機。
【請求項１２】
　前記第２端部は、前記ヘッドフォン・ソケットからの前記筆記器具の引き抜きを補助す
るための円周回りのくぼみを含むこと、
を特徴とする、前記いずれかの請求項に記載の器機。
【請求項１３】
　第１及び第２端部を含む、細長い筆記器具であって、
　該第１端部は、電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘッ
ドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され、そして、
　該第２端部は、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケット内に支持及び／又は保持されな
いように成形されること、
を特徴とする筆記器具。
【請求項１４】
　筆記器具及び電子器機を含む器機であって、
　該電子器機はヘッドフォン・ソケットを含み、該ヘッドフォン・ソケットは、従来型の
ヘッドフォン・ジャック・プラグを支持、及び取り外し可能に保持するように構成され、
　該筆記器具は、細長く、かつ、第１及び第２端部を含み、
　該第１端部は、電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘッ
ドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形されており、
　該第２端部は、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケット内に支持及び／又は保持されな
いように成形されること、
を特徴とする器機。
【請求項１５】
　第１及び第２端部を含む細長い筆記器具であって、
　該第１端部は、電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘッ
ドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持され、そして、該ヘッドフォン・ソケット内
に置かれた伸縮性の保持機構と係合して、保持される位置にクリック音を出して嵌合する
、ように成形され、そして、
　該第２端部は、該第１端部が該ヘッドフォン・ソケット内に保持されているときに、ユ
ーザが該筆記器具を該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットから引き抜くことを可能にす
る、ように成形されていること、
を特徴とする筆記器具。
【請求項１６】
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　筆記器具及び電子器機を含む器機であって、
　該電子器機はヘッドフォン・ソケットを含み、該ヘッドフォン・ソケットは、従来型の
ヘッドフォン・ジャック・プラグを支持、及び取り外し可能に保持するように構成され、
　該筆記器具は、細長く、かつ、第１及び第２端部を含み、
　該第１端部は、電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘッ
ドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持され、かつ、該ヘッドフォン・ソケット内に
置かれた伸縮性の保持機構と係合して、保持される位置にクリック音を出して嵌合するよ
うに成形されており、そして、
　該第２端部は、該第１端部が該ヘッドフォン・ソケット内に保持されているとき、ユー
ザが該筆記器具を該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットから引き抜くことを可能にする
ように成形されていること、
を特徴とする器機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、筆記器具に関する。本発明は、特に電子器機で使用するための筆記器具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　　多くの筆記器具で知られているものは、ユーザがインク又は他の顔料を表面に沈着さ
せることができ、例えば、ペンや鉛筆がある。これらの器具には細長い器具があり、次の
２つの部分に分かれている。一つは書き込み部で、ペン先や先端部を有しており、ここか
らインク又は他の顔料媒体を筆記面と接触しながら排出することができる。もう一つはキ
ャップ部で、該器具を使用中でないときにペン先又は先端部を保護するための部分である
。
【発明の概要】
【０００３】
　　第１の態様から見ると、本発明は、筆記器具及び電子器機を含む器機を提供し、
　該電子器機はヘッドフォン・ソケットを含み、該ヘッドフォン・ソケットは、従来型の
ヘッドフォン・ジャック・プラグを支持及び取り外し可能に保持し、かつ、該ジャック・
プラグが該ヘッドフォン・ソケットに対して回転可能なように構成され、
　該筆記器具は、細長く、かつ、第１及び第２端部を含み、
　該第１端部はペン先を含み、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され
、かつ、該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形されており
、
　該第２端部は、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され、該ヘッドフ
ォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形されており、そして、
　第１の収容された構成では、該第１端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能
に保持され、該第２端部は該電子器機から離れた側に露出し、かつ、第２の筆記可能な構
成では、該第２端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持され、該第１端
部は該電子器機から離れた側に露出して、該電子器機と組み合わせて該筆記器具を使用し
て筆記可能にする。
【０００４】
　　第２の態様から見ると、本発明は、第１及び第２端部を含む細長い筆記器具を提供し
て、
　該第１端部は、ペン先を含み、かつ、電子器機のヘッドフォン・ソケットによって支持
され、該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され、かつ、
　該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットは、従来型のヘッドフォン・ジャック・プラグ
を支持して、かつ、取り外し可能に保持し、該ヘッドフォン・ソケットに対して該ジャッ
ク・プラグを回転可能にするように構成されており、そして、
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　該第２端部は、該電子器機の該ヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘ
ッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され、そして、
　第１の収容された構成では、第１端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に
保持され、かつ、該第２端部は該電子器機から離れた側に露出し、かつ、第２の筆記可能
な構成では、該第２端部は該ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持され、該第
１端部は該電子器機から離れた側に露出して、該筆記器具を使用して筆記可能にする。
【０００５】
　　したがって、本発明のこの態様では、電子器機のヘッドフォン・ソケットに便利に格
納することができる筆記器具が提供されることが理解されよう。該ヘッドフォン・ソケッ
トは、本態様でなければ使用されない可能性がある。該筆記器具は、誤って落下しないよ
うに保持されるが、ユーザによって引き出される必要がある。そして、該筆記器具のペン
先は、使用しないときには該ヘッドフォン・ソケットによって保護されることができる。
該筆記器具は、したがって、ユーザが、さらに別の筆記器具、例えばペンを、身に付けて
持ち回ることを不要にする。特に、多くの人々が、現在では、ほとんどの時間、携帯電話
を身に着けて持ち運ぶので、前記筆記器具がどこでも使用できるようになる。
【０００６】
　　また、前記筆記器具の構成は、第２端部が、第１端部のペン先とは反対側にあり、前
記ソケットに保持されて、電子器機を保持したまま筆記器具を使用して筆記することがで
きるようになっている。理解されることであろうが、該構成が特に便利である実施形態で
は、該電子器機は携帯電話であり、比較的小さな該筆記器具を、該筆記器具を直接保持す
るユーザと比べて、より快適に操作することが可能である。
【０００７】
　　さらに別の態様から見ると、本発明は、細長い、第１及び第２端部を含む筆記器具を
提供して、
　該第１端部は、電子器機のヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘッド
フォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され、そして、
　該第２端部は、第１端部がヘッドフォン・ソケット内に保持されているときに、ユーザ
が該電子器機のヘッドフォン・ソケットから筆記器具を引き抜くことができるように成形
されている。
【０００８】
　　前述の態様及び他の態様では、筆記器具は、軸に沿って細長く、すなわち、該筆記器
具の幅より長い長手方向に沿ってほぼ直線であり、該長手方向は該筆記器具の軸に平行な
方向であり、該幅は該筆記器具の軸に垂直な方向である。一般的には、第１及び第２端部
は軸が共通であり、好ましくは、筆記器具は回転対称である方がよい。但し、これは、本
発明の幾つかの態様及び実施形態では常には当てはまらない場合がある。したがって、該
筆記器具は、実質上ほぼ円筒形で、円筒の主軸に沿って延びていてよい。第１端部は、一
般に、筆記器具が筆記に使用されていないときはヘッドフォン・ソケット内に保持される
筆記器具の一部とされ、かつ、第２端部は、筆記器具の一部であり、第１端部が保持され
ているときには露出していて、例えば、第１端部がヘッドフォン・ソケット内に保持され
ているときに、ユーザが電子器機のヘッドフォン・ソケットから筆記器具を引き抜くこと
が可能になっている。好ましくは、第１端部は、第２端部よりも長い方がよい。一般的に
、第２端部は、電子器機のヘッドフォン・ソケットから、一定の長さだけ突出して、第１
端部がヘッドフォン・ソケット内に保持されているときに、ヘッドフォン・ソケットから
筆記器具を引き抜くことができるようになっている。しかし、第２端部は長さが非常に短
くてよく、第２端部が電子器機から突出する長さを短くできるようになっている。例えば
、電子器機が携帯型の実施形態では、電子器機をユーザのポケットに収納したときに、第
２端部が著しく電子器機から突出していると、違和感があるだろう。
【０００９】
　　筆記器具のペン先、すなわち、筆記が行われる表面と接触するために使用される末端
は、一般的に、筆記器具の第１端部の末端に、すなわち、第２端部から遠い側に配置され
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ている。しかし、想定される複数の実施形態では、該ペン先は、筆記器具の第２端部の先
端、すなわち、第１端部から遠い側から引き出し可能である。このような実施形態の組で
は、第１端部は、筆記器具の軸を中心にして第２端部に対して回転可能であり、該筆記器
具の回転によって、筆記器具の第２端部の先端にペン先が露出するようになっている。例
えば、該筆記器具は、２つの略同心円状の本体を含み、好ましくは、該同心円状本体の間
にネジがあり、第１端部、すなわち該同心円状体の一方を、第２端部、すなわち、該同心
円状本体の他方に対して回転させると、該筆記器具の長さを伸ばすことが、内側部分を外
側部分から露出させることにより、可能になっている。この入れ子式の実施形態の有する
利点は、第１端部全体がヘッドフォン・ソケット内に保持され、前述の実施形態、すなわ
ち、筆記器具のペン先が第１端部の先端にあり、第２端部をヘッドフォン・ソケット内に
保持して該筆記器具で筆記する実施形態と比較して、より安全に、携帯型電子器機を保持
して筆記器具を使用することができることである。さらに、筆記器具の両方の末端はそれ
ぞれペン先を含み、これにより異なる機能を有することができる。例えば、以下でより詳
細に説明するような機能がある。
【００１０】
　　前記電子器機は、ユーザが筆記器具を格納したいヘッドフォン・ソケットを有する任
意の電子器機、例えば、ＣＤプレーヤ、ハイファイ、パーソナル・コンピュータ、ラップ
トップ、又はタブレットでよいが、好ましくは、該電子器機は、携帯型電子器機、例えば
、音楽プレーヤ、携帯型ゲーム機、又は携帯電話がよい。携帯電話は、本発明との共用に
特に便利な電子器機である。その理由は、多くの場合、ヘッドフォン・ソケットが、例え
ば、音楽プレーヤに比べて、ヘッドフォンやイヤフォンと組み合わせて使用されることが
少なく、携帯電話は、人々が今日ではほとんどの時間身につけている共通の器機であるか
らである。
【００１１】
　　一組の実施形態において、前記第２端部の形は、電子器機のヘッドフォン・ソケット
によって支持され、ヘッドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持することができるよ
うに成形されており、例えば、第１端部をヘッドフォン・ソケットから露出させたままに
する。これによって、該筆記器具は、ペン先が第１端部の先端にある実施形態においては
、ヘッドフォン・ソケット内に保持可能であり、電子器機を保持したまま筆記器具を使用
して筆記することができるようになっている。このように、第１端部は、第２端部がヘッ
ドフォン・ソケット内に保持されているときに、電子器機から突出し、第１端部の先端に
あるペン先を使用できるようになっている。理解されることであろうが、これは、該電子
器機が携帯型である実施形態では特に便利である。この理由は、比較的小さな該筆記器具
の操作を、該筆記器具を直接保持するユーザに比べて、より楽に行うことが可能だからで
ある。
【００１２】
　　筆記器具の構成は、第１及び第２端部のいずれか又は両方がヘッドフォン・ソケット
内に保持されている場合、筆記器具が回転できないような構成にすることができる。この
ような実施形態では、該筆記器具は、回転を防止するために、ヘッドフォン・ソケットの
形状と係合する特定の形状を含むことができる。該筆記器具は、このとき、ヘッドフォン
・ソケットに嵌合して、該ヘッドフォン・ソケットによって該筆記器具を確実に保持する
ことができるように構成することができる。これは第２端部が前記ヘッドフォン・ソケッ
トに保持される場合に上記構成は特に有益である。なぜなら、該筆記器具を使用して筆記
するときに回転が防止されるからである。第２端部が回転対称でない場合、第１端部がヘ
ッドフォン・ソケット内に保持されているときに、電子器機からの該筆記器具の引き抜き
を補助することができる。例えば、第２端部を平坦にしてユーザが挟持できるようにする
ことができる。さらに、第２端部の外形が非対称な場合、携帯電話の狭い外形に合わせて
、第２端部の突出を最小限に抑えることができる。
【００１３】
　　しかし、別の実施形態の組においては、ヘッドフォン・ソケット、及び少なくとも該
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筆記器具の第１端部は、ヘッドフォン・ソケットと該筆記器具のそれぞれの長手方向の軸
の周りで回転対称になるように構成することができる。このようにすると、該筆記器具を
正確に配向して、該ヘッドフォン・ソケットに適合するようにしなくても、該ヘッドフォ
ン・ソケットに容易に挿入可能にすることができる。さらに、該筆記器具は、ヘッドフォ
ン・ソケット内に保持されているときには回転可能にしてもよい。
【００１４】
　　別の実施形態の組では、第２端部の形状は、電子器機のヘッドフォン・ソケット内に
支持及び／又は保持されないように成形されている。この形状は、それ自体で新規性及び
進歩性があると考えられ、したがって、さらに別の態様から見ると、本発明は、細長い、
第１及び第２端部を含む筆記器具を提供して、
　該第１端部は、電子器機のヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘッド
フォン・ソケット内に取り外し可能に保持されるように成形され、そして、
　該第２端部は、該電子器機のヘッドフォン・ソケット内に支持及び／又は保持されない
ように成形される。
【００１５】
　　当業者は理解されるであろうが、多くの理由で、第２端部が前記電子器機のヘッドフ
ォン・ソケット内に支持及び／又は保持されないように成形される方が有利である。例え
ば、第２端部の幅（長手方向の主軸に対して垂直な方向の幅）はヘッドフォン・ソケット
の対応する幅よりも広くする、すなわち、第２端部をヘッドフォン・ソケット内で支持す
ることができないようにすることができる。これによって、ユーザは、より軽く第２端部
を握って、ヘッドフォン・ソケットから筆記器具を引き抜くことができる。あるいは、第
２端部の幅は、ヘッドフォン・ソケットの対応する幅よりも狭くてもよい、すなわち、第
２端部をヘッドフォン・ソケット内に保持することができないようになっていてもよい。
これによって、第２端部は、より小さな外形を有し、突出をより小さくすることができる
。又は、該第２端部には、更に別の機能、例えば、静電容量性接点を持たせることができ
る。静電容量性接点については、以降で説明する。
【００１６】
　　本発明の上記態様では、前の態様に関して説明したように、筆記器具の第２端部は、
先端にペン先を含むことができる。これによって、該筆記器具は、ヘッドフォン・ソケッ
トから第１端部を引き抜かないで使用することが可能になる。該ペン先は格納式であって
もよいが、これは必須ではない。追加的に又は代替として、第１端部は先端に置かれたペ
ン先を含み、筆記器具を電子器機から引き出し、電子器機なしで使用できるようにしても
よい。
【００１７】
　　本発明のすべての態様で、第１端部は任意の長さでよく、ヘッドフォン・ソケットの
長さに等しいか、又は短くてもよい。しかし、一般的には、ヘッドフォン・ソケットとほ
ぼ同一の長さで、ヘッドフォン・ジャックと同様の寸法、すなわち、長さ約１９ｍｍ、か
つ、幅約３．５ｍｍになる。同様に、第２端部は、任意の適切な長さでよい。上述したよ
うに、第２端部は、一般に、第１端部よりも短くなり、電子器機からの突出を最小限にす
ることができる。したがって、好ましくは、第２端部は長さが１５ｍｍ未満、より好まし
くは長さが１０ｍｍ未満、例えば長さ６ｍｍ未満である方がよい。したがって、筆記器具
の全長は、好ましくは長さ３５ｍｍ未満、より好ましくは長さ３０ｍｍ未満、例えば長さ
が２５ｍｍ未満である方がよい。しかし、いくつかの実施形態においては、より長い第２
端部が望ましい場合がある。例えば、ヘッドフォン・ソケットからの筆記器具の第１端部
の引き抜きを助ける場合、又は、電子器機から取り外したときに筆記器具をより容易に保
持することができるようにする場合、例えば、第２端部をヘッドフォン・ソケット内に保
持することができない態様及び実施形態においてより長い第２端子が望ましい。
【００１８】
　　上述したように、好ましい実施形態では、第１及び第２端部は、共通の軸の周りで略
円筒形をしている。ほとんどの実施形態では、ペン先を別にして、筆記器具は、プラスチ
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ック、例えば射出成形プラスチックからできている。第１及び第２端部は、筆記器具の長
手方向に沿った任意の点で装飾又は造作のない、一定の円形断面を有することがある。し
かし、出願人は、筆記器具が含むことができる、数多くの有利な造作、例えば、断面の形
状によって決まる造作、を考案した。
【００１９】
　　筆記器具は、ゴムや軟質プラスチックからできた部分を含んでもよい。例えば、円周
バンドを第１及び第２端部の間の接続部において、ヘッドフォン・ソケット内の第１及び
／又は第２端部の保持を補助することができる。
【００２０】
　　一組の実施形態においては、第１端部を成形して、前記ヘッドフォン・ソケット内に
位置する伸縮性の保持機構、例えば、ばね突起やリングと係合させている。これは、それ
自体で新規性かつ進歩性があると考えられ、したがって、更に別の態様から見ると、本発
明は、第１及び第２端部を含む、細長い筆記器具を提供し、
　前記第１端部は、電子器機のヘッドフォン・ソケットによって支持され、かつ、該ヘッ
ドフォン・ソケット内に取り外し可能に保持され、そして、該ヘッドフォン・ソケット内
に位置する伸縮性の保持機構と係合して、保持される位置にクリック音を出して嵌合する
ように成形され、そして、
　第２端部は、第１端部がヘッドフォン・ソケット内に保持されているときに、ユーザが
電子器機のヘッドフォン・ソケットから該筆記器具を引き抜くことができるように成形さ
れている。
【００２１】
　　前記第１端部の形状は、前記ヘッドフォン・ソケット内に位置する前記伸縮性の保持
機構と係合して、前記筆記器具をヘッドフォン・ソケットに確実に保持するように、例え
ば、誤って強打したときに該筆記器具が外れないように働く。そして、第１端部が該伸縮
性の保持機構の先まで押し込まれたときに、ユーザに「クリック音」を十分に聞かせて、
第１端部が該伸縮性の保持機構と係合したことを確認させる。好ましくは、第１端部は、
先端に、伸縮性の保持機構と係合する、円周回りのリブ、留め輪又は溝を含む方がよい。
代替として、又は追加的に、第１端部は、第１端部の先端に向かって断面積が増大するフ
レア部を含み、ヘッドフォン・ソケット内の伸縮性の保持機構と係合する形状になってい
る。
【００２２】
　　第２端部は、丸みのある先端部を有して、例えば、筆記器具の第１端部がヘッドフォ
ン・ソケット内に保持され、電子器機がユーザのポケットやバッグの中に格納されている
場合に、ものの引っかけ又は引き裂きを防ぐようにすることができる。実施形態の一つの
組において、第２端部は、該筆記器具の主軸に略垂直な方向に突出する円周回りの留め輪
を、第１及び第２端部の境界で含み、すなわち、該留め輪によって、都合良く両方の端部
を互いに区切ることができる。一般に、その突出しているという特徴によって、留め輪の
幅、すなわち、筆記器具の主軸に垂直な方向の直径は、筆記器具の幅よりもより大きく、
かつ、ヘッドフォン・ソケットの幅よりも大きくなる。
【００２３】
　　前記留め輪には多くの利点がある。まず、該留め輪は、通常、前記ヘッドフォン・ソ
ケットよりも広いので、前記筆記器具を該ヘッドフォン・ソケットに挿入することのでき
る距離を制限するように作用する。これは、第２端部をヘッドフォン・ソケットに挿入す
ることができる実施形態で、最も有益である。その理由は、第１端部は、一般に、その長
さが、ヘッドフォン・ソケットの奥まで押し込まれることを防止する際の制限要因となる
ように成形されるからである。第２に、該留め輪が提供する突出した造作は、ユーザが該
造作を握ることができ、ヘッドフォン・ソケットから該筆記器具を引き抜くための助けに
なり、第１及び第２端部のいずれか又は両方がヘッドフォン・ソケット内に保持できる両
方の場合共に有用である。
【００２４】
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　　前記留め輪は、単一の平面内に置き、筆記器具の主軸に垂直にすることができる。例
えば、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）の長方形の縁部と同一平面に置くことができる。しかし
、携帯電話や他の電子器機には、平らな、ヘッドフォン・ソケットの軸に垂直に置かれた
ケースを有しないものがある。例えばＨＴＣ（登録商標）及びサムスン（登録商標）製の
一部のモデルである。したがって、いくつかの実施形態では、該留め輪が筆記器具の軸に
対して斜めの角度になった平面内にあってもよい、又は、該留め輪が湾曲していてもよい
。すなわち、単一の平面内に置かれなくてもよい。追加で又は代替として、該留め輪は可
撓性があってもよく、例えば、該留め輪の形状を電子器機のケースの形状に合わせること
ができる。
【００２５】
　　代替として、又は前記留め輪に加えて、第２端部は円周回りのくぼみを含み、例えば
、該くぼみは、第２端部の外周の回り全部又は一部に延びて、ヘッドフォン・ソケットか
らの筆記器具の引き抜きを補助することができる。例えば、ユーザが該くぼみを指の爪で
把持することによって引き抜くことができる。さらに、該留め輪及び／又は該円周回りの
くぼみの代替として又はこれに加えて、第２端部は、円周回りのリブを含むことができる
。該リブは、例えば、第２端部の外周の回りの全部又は一部に延びて、同じように、ヘッ
ドフォン・ソケットからの筆記器具の引き抜きを補助する。該リブは、第２端部の途中ま
たは第２端部の先端に置くことができる。
【００２６】
　　実施形態の一つの組では、前記筆記器具のペン先は、前述のように、好ましくは、第
１端部の先端に置く方がよく、平面、例えば、紙に筆記するために使用するときに顔料を
排出するように構成されている。顔料は、インクでよく、例えば、ボールペン、水性ボー
ルペン、フェルト・ペン、ゲル・ペン、万年筆、又は毛細管作用利用の付けペンから供給
される。しかし、他のタイプのインク排出機構でも、該筆記器具と互換性があるものがあ
る。該筆記器具の本体は、インクがペン先から排出される実施形態では、インクを格納す
るための空洞を含むことができる。該空洞は、好ましくは、ペン先が配置されている筆記
器具の端部に配置される方がよい。好都合なことに、ペン先とは反対側の該筆記器具の先
端には、筆記器具本体に孔を含むことができ、該筆記器具から出て来るインクの流れを助
けることができる。
【００２７】
　　代替として、前記顔料は、グラファイト、クレヨン、炭素材、又はチョークでよく、
例えば筆記器具が鉛筆と同じように働けばよい。グラファイト等は、木製ホルダー付きの
従来型の鉛筆、又は、シャープペンシル、例えば、回転式シャープペンシルのように尖っ
た構造にすることができる。この後者のオプションが特に適している実施形態では、前記
２つの端部が互いに対して回転可能で、ペン先を露出させるようになっている。また、想
定される複数の実施形態では、ペン先は顔料を排出しないが、スタイラスとして、例えば
、タッチスクリーンと一緒に使用することができるように成形されている。該スタイラス
は、任意の特定の材料特性を有さないで、抵抗性タッチスクリーンとの使用に適するよう
にできる。しかし、該スタイラスは静電容量性を持たせて、静電容量式タッチスクリーン
と一緒に使用するようにしてもよい。
【００２８】
　　好ましい実施形態では、前記筆記器具はペン先を１つのみ含み、例えば、第１端部の
先端にのみ配置されるが、想定される実施形態の幾つかでは、該筆記器具に２つのペン先
を、該筆記器具の各端部の先端に１つずつ含む。これらのペン先の両方は、顔料、例えば
、異なる色のインクを排出することができる。又は、両方がスタイラスとして、例えば、
一つは抵抗式タッチスクリーン、かつ、他方は静電容量式タッチスクリーン用に使用する
ように成形することができる。しかしながら、一組の実施形態においては、ペン先の一つ
は、例えば、第１端部の先端にあって顔料を排出するように構成され、かつ、他のペン先
は、例えば第２端部の先端にあって、スタイラスとして使用することができるように成形
することができる。さらに別の想定される実施形態では、ペン先と反対側の端部は、例え
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ば、鉛筆の筆跡を消すための消しゴムまたは他のアクセサリーを具備する。
【００２９】
　　ペン先が顔料を排出するように構成された実施形態の組では、該顔料は、多くの異な
る色、例えば、黒、青、赤、緑、ピンク、等のうちの一つにすることができる。該筆記器
具の本体は、排出される顔料の色に一致する色、例えば、青インクに対して青い本体とす
ることができる。代替として又は追加として、本体の色は、電子器機のケースの色に一致
させてもよい。例えば、ピンク色の携帯電話のカバーに一致するピンク色の本体によって
、ユーザは自分の携帯電話を「アクセサリー化する」ことができる。
【００３０】
　　本発明はまた、上記の態様のいずれかに記載の電子器機、及び筆記器具を含む器機に
も範囲が及ぶ。特定の実施形態及び好ましい特徴を本発明の特定の態様に関連して述べて
いるが、これは限定のために選ばれたものではなく、本発明の態様の各々に適した実施形
態及び好ましい特徴のすべてに関連して選ばれたものでもない。本発明の各々の態様には
互換性がある。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　　本発明の特定の実施形態を、以降、単なる例として、添付の図面を参照して説明する
。
【図１】本発明の実施形態による、筆記器具の斜視図である。
【図２】図１の筆記器具の側面図である。
【図３】図１及び２の筆記器具の断面図である。
【図４】本発明の別の実施形態による、筆記器具の側面図である。
【図５】図４の筆記器具が携帯電話のヘッドフォン・ソケット内に保持された図である。
【図６】図４の筆記器具が携帯電話のヘッドフォン・ソケット内に保持された図である。
【図７】図４の筆記器具が携帯電話のヘッドフォン・ソケット内に保持された図である。
【図８】図４の筆記器具が携帯電話のヘッドフォン・ソケット内に保持された図である。
【図９】筆記器具の他の実施形態の側面図を示す。
【図１０】筆記器具の他の実施形態の側面図を示す。
【図１１】筆記器具の他の実施形態の側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　　図１～３は、本発明の一実施形態による、筆記器具１を示す。図１は斜視図を示し、
図２は側面図を示し、図３は図２に示す平面Ａ－Ａに沿った断面図を示す。該筆記器具１
は、略円筒状の本体２を含み、該本体２は該円筒の主軸４に沿って細長く、かつ、射出成
形プラスチックで成形されている。該本体２は、第１端部６、第２端部８、及び円周回り
の留め輪１０を含む。該留め輪１０は、該円筒の主軸４に対して垂直な平面内で円筒の本
体２の周囲に延びており、第１端部６と第２端部８の間の境界を画している。図３から分
かるように、本体２は中空になっており、リザーバ用空洞１２を本体内に形成し、該空洞
にインクを格納することができる。
【００３３】
　　第１端部６は、略円筒の形状を有していて、該端部の先端に向かって、狭くなり、そ
の後徐々にフレア状に広がり、断面積が増加する。第１端部６の先端１４に、筆記器具１
はペン先１６を含む。該ペン先１６はボール接点１８を有し、該ボール接点にはリザーバ
１２からインクが供給される。これは、例えば、従来型のボールペンにおいて典型的であ
る。第２端部８は、略円筒の形状であり、第１端部６と軸が同一で、第１端部に比べわず
かに大きな断面を有する。第２端部８は円周状くぼみ１８を有し、該くぼみ１８は、第２
端部８に沿って、ほぼ半ば迄、第２端部８の周囲に延びている。第２端部の先端２０は丸
みがあり、該筆記器具の本体２を通って軸方向に延びる孔２２を含む。該孔２２は、リザ
ーバ１２と流体連通しており、これにより、該筆記器具を用いて筆記する時に、ペン先１
６からのインクの流れを妨げられないようにすることができる。
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【００３４】
　　図４は、本発明の一実施形態による、筆記器具４１の側面図を示し、図１～３に示す
筆記器具と非常によく似ていて、同じように、射出成形プラスチックからできている。唯
一の違いは、該筆記器具の第１端部４２は、一定断面積まで狭くなり、該一定断面積が先
端４４の終端まで続き、該先端４４は、やや広い円周回りのリブ４６で終端していること
である。該リブ４６は、第１端部４２の周りに広がっている。
【００３５】
　　図５～８は、図４の筆記器具４１が携帯電話５０のヘッドフォン・ソケットによって
保持された場合の種々の図を示す。図５～７は、第２端部４８がヘッドフォン・ソケット
に挿入され、該ヘッドフォン・ソケットによって保持された筆記器具４１を示す。すなわ
ち、図５～７は、第１端部４２の先端部４４にあるペン先５２が露出している図である。
図８は、第１端部４２が該ヘッドフォン・ソケットに挿入され、該ヘッドフォン・ソケッ
トによって保持された筆記器具４１を示す。すなわち、図８は、第２端部４８が突出して
いる図である。各構成において、それぞれの端部は、ヘッドフォン・ソケットによって支
持され、筆記器具４１の留め輪５４が、携帯電話のケースの端部と同一平面にあるように
なっている。
【００３６】
　　前記筆記器具の操作について、以降、図４～８を参照して説明する。しかしながら、
図１～３及び図９～１１に示す筆記器具の実施形態は、同様な方法で、携帯電話と組み合
わせて使用することができる。
【００３７】
　　操作時、ユーザは、筆記器具４１を手に取り、第１端部４２を携帯電話５０のヘッド
フォン・ソケットに挿入して、第１端部４２を格納することができる。第１端部４２の略
円筒の形状は、該第１端部４２が該ヘッドフォン・ソケットで支持されるように成形され
ている。ユーザが第１端部４２をヘッドフォン・ソケットに押し込むと、円周回りのリブ
４６は、伸縮性の保持機構、例えばバネ、と接触することになる。該伸縮性の保持機構は
、円周回りのリブ４６へ抵抗力を与えるが、該リブ４６は該伸縮性の保持機構を越えて押
すことができ、第１端部４２を該ヘッドフォン・ソケット内に更に押し込む、すなわち、
前記留め輪５４が携帯電話ケースの端と同一平面になるまで押し込むことが可能になる。
該伸縮性の保持機構は、また、筆記器具４１が該ヘッドフォン・ソケットから簡単に脱落
することを防ぐことができるようになっている。この理由は、該ヘッドフォン・ソケット
から第１端部４２を取り出すためには、前記円周回りのリブ４６が、該伸縮性の保持機構
を越えて引き戻されなければならないからである。
【００３８】
　　第１端部４２がヘッドフォン・ソケット内に保持されて、第２端部４８がわずかに突
出していることが、図８でわかるが、これは比較的目立たない。筆記器具４１は、筆記に
用いることが必要になるまで、この構成のまま都合良く格納することができ、これによっ
てペン先５２を保護することができる。該筆記器具４１が筆記に必要になると、第１端部
４２を該ヘッドフォン・ソケットから引き出すことができるが、これは、第２端部の円周
回りのくぼみ５６を把持し、円周回りのリブ４６を伸縮性の保持機構を通り過ぎるまで引
くことによって引き出せる。該筆記器具４１は、ユーザが自分の指の間に保持することに
より、すなわち、従来型のペンや鉛筆として単独で使用できる。又は、筆記器具４１の第
２端部４８をヘッドフォン・ソケットに挿入し、ヘッドフォン・ソケットよって保持する
ことができる。
【００３９】
　　前記後者の構成では、図５～７に示すように、筆記器具４１の第２端部４８は、第１
端部４２よりもやや広くなっているため、ヘッドフォン・ソケット内に、より堅固に嵌合
させることができ、該第２端部４８の短さを補って、ヘッドフォン・ソケット内に確実に
保持することができる。該筆記器具４１は、次に、図７に示すように使用することができ
、携帯電話機５０を保持して筆記器具４１で筆記することができる。
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　　図９～１１は、前記筆記器具のさらに別の実施形態の側面図を示す。この形態は、図
１～４に示す実施形態の変形である。
【００４１】
　　図９は、筆記器具９１の側面図を示し、該筆記器具９１は、第１端部９２を有し、該
第１端部９２は図４に示したものと同じ形状をしている。第２端部９４には円周回りのく
ぼみがなく、むしろ円筒状で、一定の断面積があり丸みを帯びた先端９６を有する。第２
端部９４は、より軟らかい静電容量性のプラスチックから形成され、スタイラスとして静
電容量式タッチスクリーン上で使用することができる。
【００４２】
　　図１０は、筆記器具１０１の側面図を示す。該筆記器具１０１は、図４に示したもの
と同じ一般的な形状をしている。しかし、具備する円周回りの留め輪１０２は、該筆記器
具１０１の主軸に対して斜めの角度の平面内にある。該留め輪は、携帯電話の傾斜ケーシ
ングとの当接に適している。このような携帯電話には、例えば、三星（登録商標）及びＨ
ＴＣ（登録商標）製の携帯電話がある。
【００４３】
　　図１１は、筆記器具１１１の側面図を示し、該筆記器具１１１は、図４に示したもの
と同じ一般的な形状をしているが、円周回りのくぼみがない。もう一つ別の違いは、筆記
器具１１１のペン先１１２は、第２端部１１６の先端１１４に具備されており、第１端部
１１８ではないことである。本実施形態では、第１端部１１８は第２端部１１６に対して
該筆記器具１１１の主軸の回りを回転可能で、操作中に２つの端部の回転により、ペン先
１１２を引き出したり引込めたりすることができる。これは、筆記器具１１１が、該携帯
電話のヘッドフォン・ソケットに保持されている第１端部１１８と共に元の位置のままで
あることを意味し、該筆記器具が単純に回転してペン先１１２を露出させるだけであり、
他の実施例のように筆記器具１１１を該ヘッドフォン・ソケットから取り外す必要はない
。
【００４４】
　　当業者であれば理解されるであろうが、本明細書には可能な実施形態のうちの少数の
みが示されており、多くの変更及び変形が本発明の範囲内で可能である。例えば、電子器
機は、携帯電話である必要はなく、ヘッドフォン・ソケットを有する任意の適切な器機で
よい。該筆記器具は、顔料を排出しなくてもよく、スタイラスとして形成することができ
る。
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